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協賛一覧

■ セミナー協賛

アークレイマーケティング株式会社

株式会社アローズ

エランコジャパン株式会社

株式会社学窓社

有限会社カホテクノ

共立製薬株式会社

獣医医療開発株式会社

住友ファーマアニマルヘルス株式会社

千寿製薬株式会社

園田・小林弁理士法人

どうぶつ検査センター株式会社

日本全薬工業株式会社

ニプロ株式会社

日本ヒルズ・コルゲート株式会社

ネスレ日本株式会社　ネスレ ピュリナ ペットケア

株式会社ビルバックジャパン

フクダ エム・イー工業株式会社
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協賛一覧

富士フイルムVETシステムズ株式会社

ベーリンガーインゲルハイム アニマルヘルス ジャパン株式会社

株式会社ベッツクリニカルラボ

株式会社メニワン

 

ライオンペット株式会社 

ロイヤルカナン ジャポン合同会社

■ 広告協賛

■ 一括ダウンロード PDF 版抄録集

アイデックスラボラトリーズ株式会社

エランコジャパン株式会社

共立製薬株式会社

千寿製薬株式会社

どうぶつ検査センター株式会社

平和物産株式会社
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協賛一覧

■ バナー広告 ( ログイン画面 )

エランコジャパン株式会社

日本ヒルズ・コルゲート株式会社

マルピー・ライフテック株式会社

■ バナー広告 ( アカデミーホームページ )

エアデックmini株式会社

千寿製薬株式会社

ゾエティス・ジャパン株式会社

■ バナー広告 ( オンライン会議プラットフォーム内トップページ )

アークレイマーケティング株式会社

共立製薬株式会社

ゾエティス・ジャパン株式会社

■ 商品〈製品〉動画

ロイヤルカナン ジャポン合同会社
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協賛一覧

■ 一括ダウンロード PDF 版抄録内 企業協賛ページへのロゴ・PR 文章掲載

有限会社カホテクノ

■ アワード協賛

株式会社エデュワードプレス

株式会社ファームプレス

文永堂出版株式会社

■ 企業主催プログラム協賛

住友ファーマアニマルヘルス株式会社

ゾエティス・ジャパン株式会社

日本全薬工業株式会社

日本ヒルズ・コルゲート株式会社

株式会社 V and P

■ 展示ブース協賛

株式会社エデュワードプレス

株式会社ファームプレス
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協賛一覧

文永堂出版株式会社

株式会社緑書房
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協賛企業トピックス（社名50音順）

アークレイマーケティング株式会社

アークレイは 2014 年に動物専用ブランド「thinka」を発足し、動物用の血糖測定器、尿
検査機器、感染症キット試薬を取り揃えております。この度、好評いただいております「免
疫反応測定装置 Vcheck V200」に新項目SDMAが追加されます（2023 年春頃）。発売
時にご案内させていただきますので、ぜひWeb会員登録ください！
→https://bit.ly/3HgY2HZ

アイデックスラボラトリーズ株式会社

動物臨床検査のグローバルリーダーとして、約 1 万人の社員が 175ヵ国以上に製品やサー
ビスを提供するアイデックス。動物医療水準の向上を使命として、IDEXX SDMAの開発
をはじめ、IDEXXプロサイトOne、IDEXXセディビューDxなどの新製品をお届けして
おります。

株式会社アローズ

人用の生化学検査機器と体外診断用医薬品で培った技術を活かし、イヌCRP測定装置と
その専用試薬キットを開発し、製造販売しています。
昨年 10 月に、従来機種「Laser CRP-2」の後継機となる「Laser CRP-2･H」の発売を開
始しました。ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。　

株式会社エデュワードプレス

私たちは、獣医療出版社として、獣医療に携わる皆様の「学び」がより深いものとなるよう、
時代・技術の変化も捉えながら、学習内容に適した方法を選択し、提供します。
現在の動物医療で必要とされる情報と教育を、手に取りやすく、使いやすく、調べやすく。
出版という事業を次の形に進めていきます。

エランコジャパン株式会社

エランコジャパンは革新的なソリューションの提供を通してより豊かな生活への貢献を目
指しています。2020 年よりEP4 選択的拮抗薬「ガリプラント」、犬用駆虫薬「クレデリ
オプラス錠」、犬用外耳炎治療薬「ネプトラ」、耐性菌発現リスクを低減する第三世代フル
オロキノロン「ベラフロックス」を発売致しました。
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協賛企業トピックス（社名50音順）

株式会社学窓社

当社は主に小動物臨床獣医師／愛玩動物看護師向けの専門書籍・雑誌を出版しておりま
す。消化器専門誌「GO-VET」最新 21 号では「巨大食道症」を特集。エキゾチック診療の
必携書「エキゾチック臨床シリーズ」、大好評「犬と猫の心電図」「海獣診療マニュアル」な
ど様々な書籍がございます。ぜひご覧ください。

有限会社カホテクノ

遺伝子検査で獣医療を支援します。新たに尿路上皮がんの予後予測、分子標的薬の効果予
測に役立つ「犬HER2 遺伝子コピー数異常検査」を受託開始しました。その他臨床サンプ
ルから培養を経ることなく直接broad-range PCRで微生物の種類を同定する「微生物同
定遺伝子検査」もご好評いただいております。 

共立製薬株式会社

共立製薬のミッションは「動物と人の進む道を創る」ことです。動物に関わるあらゆる現
場の最前線に立ち、高度な医薬品や多様なサービスを通じて、動物と人と環境が調和する
持続可能な社会を目指していきます。 

獣医医療開発株式会社

獣医医療開発は、創業 18 期目を迎える動物用医薬品の開発企業です。
日本唯一の医薬品開発企業の独自性は、3カ所の附属動物病院の「臨床に対する感性」と製
薬会社「リケンベッツファーマ」「田村製薬」の 4 つの製造工場の経験を活かした「生み出
す力」にあり、動物の健康を願う信念が製品開発に活かされています。

住友ファーマアニマルヘルス株式会社

弊社は 2022 年 4 月 1 日をもって住友ファーマアニマルヘルス㈱に社名を変更いたしま
した。「科学の力で新たな価値を創出し、人々の笑顔あふれる暮らしに貢献します」という
企業理念のもと、これまで築き上げてきた研究開発力を更に強固にし、高品質な製品と有
益なサービスを安定的にお届けできる様に、今後も精進してまいります。
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協賛企業トピックス（社名50音順）

千寿製薬株式会社

千寿製薬株式会社は眼科薬を中心に開発・製造を行っています。動物薬品事業室では動物
たちがヒトと同じように治療を受け、QOV（Quality of Vision）を改善・維持することで、
健康な生活を送ることができることを目指しています。

ゾエティス・ジャパン株式会社

ゾエティスで二番目となる抗体医薬：ソレンシアが2023年にいよいよ発売開始となります。
月１回の投与により猫の変形性関節症に伴う疼痛を緩和する、世界で唯一の抗体医薬です。
ご興味のある先生方は、ぜひ弊社の講演動画をご覧ください。

園田・小林弁理士法人

発明発掘から権利化手続及び審判や侵害訴訟まで、お客様の知的財産保護のために最適な
知財サービスを提供しています。
国内外の大学、研究機関、製薬・化学メーカーのお客様に信頼頂いており、医薬品や医療
機器分野での経験も豊富です。ぜひお気軽にご相談ください。
https://www.patents.jp/ja/

どうぶつ検査センター株式会社

当社は小動物を専門に健康診断から特殊検査まで数多くの検査項目を受託しています。
EBVMに基づいた現代の獣医療を支えるべく、高品質、高精度な検査サービスを提供し
ています。
会員登録して頂けると診断支援を目的とした動画や執筆情報などの閲覧が可能となります。
これまで受託開始した新規項目も併せて是非、ご確認下さい。

日本全薬工業株式会社

ゼノアックは創業 76 年の動物用医薬品製造メーカーです。弊社は動物がもたらす恵みを
世界の人々と分かち合うために、たゆまぬ研鑽を重ね常に可能性を探求し、動物の価値を
高めることでお客様と社会のニーズに応えていきます。動物にとっての健やかな環境と一
人ひとりの心安らぐ豊かな暮らしを支えていくことをお約束します。
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協賛企業トピックス（社名50音順）

ニプロ株式会社

ニプロ株式会社は、消耗品や透析関連製品を扱う医療機器事業、注射薬や経口薬を製造・
販売する医薬品事業、そしてガラスやゴム、プラスチックを生産するファーマパッケージ
ング事業の３つを軸に展開しております。獣医医療のニーズにより的確に応えるため、そ
れぞれで培った知識・技術を融合して独創的な開発を目指します。

日本ヒルズ・コルゲート株式会社

ライフサイエンスに基づく栄養で、変わり続けるペットのニーズに「先回り」して応える。 
そんなペットフードがあります。 
すべてはあなたの大切な家族との充実した今と、健康で輝きのある生涯のために。
日本ヒルズ・コルゲート株式会社は、獣医療関係者と共に考え、
協力体制のもと、適切な特別療法食を提供してまいります。

ネスレ日本株式会社　ネスレ ピュリナ ペットケア

ネスレ ピュリナ ペットケアは、世界各地に研究施設を持ち、500 人以上の科学者から成
る研究チームがペットとその飼い主の生活を豊かにするために製品開発に取り組んでいます。

「ピュリナ プロプラン ベテリナリーダイエット」は、最先端の科学的知見に基づいた栄養
設計で、ペットの健やかな生活と健康寿命延伸に貢献します。

株式会社ビルバックジャパン

ビルバック（Virbac）はフランスでの 1968 年創立以来、動物薬専門メーカーとして順調
な発展を続け、現在では 100か国以上で事業を展開しています。小動物臨床分野では皮
膚科、歯科、行動科、ワクチン等多領域において独創性豊かな製品を取り扱っています。
近年ではペットフード開発にも力を入れています。

株式会社ファームプレス

ファームプレスは「すべては小動物臨床のために」をモットーに小動物獣医学書籍・雑誌
を取り扱う出版社です。現在、「犬と猫の呼吸器診療検査マニュアル」が好評刊行中。愛
玩動物看護師カリキュラム対応「動物看護コアテキスト第 3 版＜第 2 刷＞」など他の書籍・
雑誌とともにご活用ください。
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協賛企業トピックス（社名50音順）

株式会社 V and P

動物病院取扱いNO.1 サプリメント「アンチノール®」が発売 10 年目についに進化し、「ア
ンチノール® プラス」となって 2022 年 12 月 1 日新発売いたしました。
主要成分は唯一無二の海洋性脂質PCSO-524® にサポート成分として特製クリルオイル
を配合した「EAB-277®」。実証された品質とシナジー組成でさらに犬猫の健康をサポー
トしてまいります。

フクダ エム・イー工業株式会社

フクダ エム・イー工業株式会社は令和 4 年 9 月 1 日に設立 50 周年を迎えました。
この記念すべき 50 年を迎えることができましたのも、ひとえに長年にわたる皆様のご厚
情とご支援の賜物と心から感謝申し上げます。
今後も皆様のお役に立てる製品とサービスをご提供して参ります。

富士フイルムVETシステムズ株式会社

富士フイルムVETシステムズ株式会社は富士フイルムグループが有する、画像検査機器、
検体検査機器、医薬品、IoT等、様々なサービスと地域に根差した受託検査事業により、
動物の健康維持・管理をトータルコーディネートしてサポートし、すべての動物の健康と
これに携わる人々の豊かな生活に貢献して参ります。

文永堂出版株式会社

弊社は獣医大学のテキスト、獣医師のための実践書を発行いたしております。またホーム
ページでは、弊社出版物と海外の獣医関連書籍の新刊情報、書評などを随時更新し、最新
の情報をお届けいたしておりますので、ぜひご覧下さい。

平和物産株式会社

平和物産株式会社は医療機器の専門商社として、循環器・麻酔に関わる製品を取り扱って
おります。獣医療においては、動物専用の副交感神経活動モニタリング装置であるPTA
モニターを販売しております。
周術期のPTA（副交感神経活動）を数値化することにより、より安全な麻酔管理をサポー
トします。
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協賛企業トピックス（社名50音順）

ベーリンガーインゲルハイム アニマルヘルス ジャパン株式会社

我々は動物の健康に情熱を傾け、アニマルヘルスに関するニーズに世界規模で対応するこ
とが非常に重要であると考えており、特に予防と早期発見・早期治療に力を注いでいます。
動物が健康であれば、人類も健康になれる、そう信じています。

株式会社ベッツクリニカルラボ

弊社は動物専門の臨床検査を中心に以下の事業を展開しております。
1．動物の検査受託
2．動物病院のブランチラボ（院内検査請負）
3．学術セミナーの運営
検査受託では、SFTSV遺伝子、レプトスピラ抗体（MAT法）、血液培養などの特殊な検
査から、最近では歯周病原因菌のレベルを判定する歯周病リスク検査も好評頂いています。

株式会社緑書房

音声解説付き動画と豊富なビジュアルを用いて描出テクニックを解説する『ビジュアルと
動画でわかる！ 犬と猫の腹部超音波の描出レッスン 上巻』や国内のスペシャリストたち
が各疾患における細胞像の特徴を解説する『犬と猫の実践 細胞診アトラス』など、伴侶動
物獣医学書を販売中。そのほかの書籍は緑書房HP（https://www.midorishobo.co.jp）
をご確認ください。

株式会社メニワン

株式会社メニワンは 20 年余り動物眼科を軸に事業を展開してまいりました。
眼科に特化した医療機器（コンタクトレンズ、手持ち眼圧計、スリットランプ、眼底カメ
ラ等。）動物用サプリメント（眼科・歯科・消化器の健康維持を目的）の販売をおこなって
おります。
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協賛企業トピックス（社名50音順）

住友ファーマアニマルヘルス株式会社

事業開始以来 70 余年で培った経験と実績を基に科学の力で新たな価値を創出し人々の笑
顔あふれる暮らしに貢献していくことが弊社の使命であると考えております。“動物たち
が健康でいてほしい”との想いで獣医療関係者の皆さまとともに獣医療の将来を見据えて
皆さまのご期待にお応えできるようたゆまぬ努力を続けてまいります。

ホクサン株式会社

世界で初めてイチゴを原料としたイヌインターフェロンα製剤の開発に成功し、北海道の
植物工場において動物用医薬品インターベリーαを製造しております。インターベリーα
は歯周病の原因となる細菌数を減少させ、歯肉の炎症や口臭が改善することが確認されて
います。ペット保険が適応になるケースもあり注目されています。

ライオンペット株式会社

2023 年１月より「ライオン商事株式会社」は、「ライオンペット株式会社」に社名を変更
いたしました。
いつも清潔に、ずっと健康に、そして快適に。
伴侶動物のことを最優先に考えた「ペット第一主義」を掲げ、ご家族と動物と暮らす豊か
な景色をご提案します。
いつも、伴侶動物のいちばん近くに。

ロイヤルカナン ジャポン合同会社

ロイヤルカナンは、50 年以上にわたり犬と猫に真の健康を提供することに尽力してい
ます。1968 年獣医師ジャン カタリーにより創設されて以来、獣医師、ブリーダーなど
世界中の犬と猫の専門家との連携を通して栄養学と知識の限界を押し広げることにより、 
A BETTER WORLD FOR PETS™の実現を目指しています。
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